
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大子町嘱託員採用試験案内 

 
大子町嘱託員を次のとおり募集します。 

■職種区分，募集人員等 

職種区分 募集人員 勤務場所 業務の内容 

調 理 員 １人 学校給食センター 給食の調理業務 

■雇用の期間  平成２７年５月１１日から平成２８年３月３１日まで 
■試験の方法  口述（面接）試験 
■試験日時  ４月２８日（火）13:15 
■試験会場  大子町役場 庁議室（２階） 
■申込用紙の請求  申込用紙は，役場総務課に請求してください。 
        郵便で請求する場合は，封筒の表に「嘱託員採用試験申込書請求」と朱書きし，

宛先明記の８２円切手を貼った返信用封筒（長形３号（横12.0㎝×縦23.5㎝））

を必ず同封してください。 
申込用紙は，大子町公式ホームページからダウンロードすることもできます。 

■申込み先  大子町役場 総務課（〒319-3526 大子町大字大子８６６番地） 
■受付期間  ４月６日（月）～４月２７日（月）8:30～17:15（土・日曜日を除く。） 

郵便の場合は，４月２７日（月）17：15までに申込み先に着信したものに限り
受け付けます。 

■提出書類  (1) 申込書１部（所定の申込書を使用） 
(2) 郵便による申込みの場合は，宛先明記の８２円切手を貼った返信用封筒 
（長形３号（横12.0cm×縦23.5cm））を同封してください。 

■そ の 他  受験申込者には，受験票を交付します。詳しくは，総務課にお問い合わせくだ
さい。 

 
問合せ  総務課秘書職員担当 ℡７２－１１１３ 

 

大字大子の一部について地籍調査を行います 
 
 地籍調査は，皆さん所有の土地について，正しい位置，地番，地目，面積等を明らかにし，そ
の成果として地籍図，地籍簿等を作るための大切な調査です。 
 平成２７年度は，大字大子の一部の調査を５月上旬から１１月下旬にかけて行う予定ですので，
御理解と御協力をお願いします。 
■地区名  大字大子（Ⅱ地区） 
■字 名  泉町南側，横谷河原，瀬戸田，岡本，仲川原 
 
問合せ  農林課地籍担当 ℡７６－８１１０ 
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町営住宅・子育て支援（特定町営）住宅入居者募集 
 

■募集住宅 

住宅名 所在地 戸数 間取り 構  造 建築年 種別 

磯    部 浅川 2557 １戸 ３ＤＫ 木造２階 Ｈ１５年 町営 

北 田 気 北田気1077-2 １戸 ３ＤＫ 木造平屋 Ｓ５７年 町営 

アメニティ本町 大子 999-7 １戸 １ＤＫ ＲＣ５階 Ｈ１５年 町営 

え の き 台 矢田 225 １戸 ２ＬＤＫ 木造平屋 Ｈ１９年 特定町営 

上 小 川 頃藤 3888-1 １戸 ３ＬＤＫ 木造平屋 Ｈ２２年 特定町営 
■入居資格 
※所得月額計算方法(世帯の所得額－同居及び別居扶養人数×38万円)÷12か月＝所得月額 
※入居の際は，連帯保証人が２人必要です。 

 《町営住宅》 

 ・所得月額が１５８，０００円以下（高齢者，障がい者については，２１４，０００円以下）である方 
 ・町税等（水道料金を含む。）を滞納していない方で，住宅に困っている方 
・同居する，又は同居しようとする親族がいる方（高齢者及び障がい者は除く。） 

 ・暴力団員でない方 
 《子育て支援（特定町営）》 
 ・所得月額が１５８，００１円以上から４８７，０００円以下の方 
・町税等（水道料金を含む。）を滞納していない方 

 ・同居する，又は同居しようとする親族がいる方 
 ・暴力団員でない方 
■月額家賃 
  入居者の所得及び町営住宅の立地条件，規模等の便益に応じた家賃となります。 
 《町営住宅》 

所得月額 家賃（磯部） 家賃（北田気） 家賃（本町） 
０円～１０４，０００円 ２３，３００円 １３，９００円 １２，６００円 

１０４，００１円～１２３，０００円 ２６，９００円 １６，０００円 １４，６００円 
１２３，００１円～１３９，０００円 ３０，７００円 １８，３００円 １６，７００円 
１３９，００１円～１５８，０００円 ３４，７００円 １９，２００円 １８，８００円 

※１８歳未満の扶養する児童数により，家賃が（１人１０％，２人１５％，３人～２０％）減額されます。 
 《子育て支援（特定町営）》 

入居する１８歳未満の児童
数 

減 額 家賃（えのき台） 家賃（上小川） 

０人の場合（本来家賃） ０円 ６３，７００円 ５０，０００円 
１人の場合 １０，０００円 ５３，７００円 ４０，０００円 
２人の場合 １５，０００円 ４８，７００円 ３５，０００円 
３人以上の場合 ２０，０００円 ４３，７００円 ３０，０００円 

■共益費  ２，０００円（磯部） ３，０００円（本町） 
■敷 金  家賃の３か月分 
■受付期間  ４月６日（月）～１７日（金） 
■受付場所  建設課（申込書は建設課にあります。） 
■入居者の選考  募集締切り後，入居資格審査の上，町営住宅等入居者選考委員会の選考によ

り入居予定者を決定します。 
■入居時期  ５月中旬予定（誓約書等の必要書類提出後に決定します。） 
 
問合せ  建設課建設担当 ℡７２－２６１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ２ 
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「生活にお困りの方の相談」窓口開設のお知らせ 
 
 ４月から，「仕事が見つからない」，「病気で働けない」，「家族が働かないので悩んでいる」など，
経済的な理由により生活に困っている方を対象に，新しい支援の制度として「生活にお困りの方
の相談」が始まります。一人抱え込まずに，お気軽に御相談ください。専門の相談員が，一緒に
考え，解決へのお手伝いをします。 
 御家族やまわりの方からの相談でも結構です。 
 相談内容は，一切漏らしません。 
■日 時  ４月２２日（水）10：00～15：00（要予約） 
      ５月２７日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
      ６月２４日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
      ７月２２日（水）10：00～15：00（ 〃 ） 
 ※８月以降は，毎月第４水曜日に開催する予定です。詳細については，決まり次第，お知らせ

版等によりお知らせします。 
■場 所  文化福祉会館「まいん」 
■相談員  県北県民センター相談支援員 
■相談料  無 料 
■申込み  相談は，予約制ですので，相談日の前日までに，県北県民センター地域福祉室又は

福祉課に電話で申し込んでください。 
 
問合せ  県北県民センター地域福祉室 ℡０２９４－８０－３３２０ 
     福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

民生委員児童委員の変更について 

 
 ３月１日から，次のとおり委嘱されましたので，お知らせします。 

担 当 区 域 新 委 員 
西金（上宿・下宿・寄居・橋本）及び盛金（大内野） 小 室 國 夫 

 
問合せ  福祉課社会福祉担当 ℡７２－１１１７ 

 

飲用井戸水の水質検査について 
 
 各御家庭の井戸水は，井戸の設置者が自己責任により管理するものです。安全性を確認してか
ら利用してください。 
■受付場所及び日時 
 ▽大子町保健センター ℡７２－６６１１ 
  毎月第２水曜日（祝日を除く。）10：00～11：00 
 ▽常陸大宮保健所内食品衛生協会 ℡０２９５－５３－５４７６ 
  隔週水曜日（祝日を除く。月２回：お問い合わせください。）9：00～11：30 
■検査料金  ８，１００円（税込み）※水質検査１３項目 
■検査機関  一般財団法人 茨城県薬剤師会検査センター 
       水戸市笠原町９７８－４７ ℡０２９－３０６－９０８６ 
■そ の 他  専用の容器が必要となりますので，必ず事前に大子町保健センター又は常陸大宮

保健所に取りに来てください。 
 
問合せ  健康増進課健康増進担当 ℡７２－６６１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ３ 
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消火器等の不正取引に関するお知らせ 
 
茨城県内各地で，悪質な消火器の訪問販売による被害が発生しています。 
その販売方法は巧妙で，消火器の販売や点検を行った後，高額な請求をします。 
被害に遭わないためにも次のことに注意してください。 

■注意事項 
・消防職員が一般住宅を訪問して消火器を直接販売したり点検することはありません。また，特
定の業者に販売や点検の委託をすることもありませんので，業者の服装や言葉などにごまかさ
れないように注意しましょう。 

・身分証明書の提示を求めましょう。 
・あやしいと感じたらはっきり断りましょう。 
・契約書等にサインしたり，印鑑を押したり，お金を払ないようにしましょう。 
・警察署，消防署に問合わせしましょう。 
 
※もし契約してしまったら・・・訪問販売では，クーリングオフ制度が認められています。 
詳しくは，大子町消費生活センター(役場：観光商工課内)に相談してください。 

 
問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 

消防本部予防課     ℡７２－０１１９ 

 

町民課・福祉課・税務課の窓口業務の時間延長のお知らせ 

 
 平日の業務時間に窓口に来ることができない方のために，町民課等の町民生活に関わりの深い
窓口の業務時間を延長していますので，ぜひ御利用ください。 
■実施日時  毎週水曜日 午後７時まで（祝日及び年末年始を除く。） 
■取扱業務 

実 施 課 取 扱 業 務 の 内 容 
町 民 課 ▼証明書の交付（戸籍謄・抄本，除籍謄・抄本，改製原戸籍謄・抄本，記

載事項証明，住民票の写し，除かれた住民票の写し，戸籍の附票の写し，
身分証明，独身証明，軽自動車税用住所証明，印鑑証明） 

▼印鑑登録 
▼申請の受付（タクシー利用助成事業） 

福 祉 課 ▼申請の受付（児童手当，自立支援給付福祉サービス（継続申請のうち相
談を要しないもの。），日常生活用具給付事業（ストマ），地域生活支援
事業利用（新規を除く。），身体障がい者手帳及び診断書料助成，身体障
がい者等用駐車場利用証，介護保険要介護認定・要支援認定申請，家族
介護用品費助成） 

▼申請用紙の交付（保育所入所，生活保護） 
税 務 課 ▼税関係証明書の交付（納税証明，所得証明，非課税証明等） 

▼固定資産関係証明書の交付（固定資産証明，土地評価証明，名寄証明等） 
▼町税等の収納 

○他の市町村や関係機関との連絡が必要な業務は，取扱いが出来ない場合があります。 
○少人数の職員での対応となり，取扱業務も限られていますので，御不明な点は事前に担当課
にお問い合わせください。 

○直接の担当者でないと回答できない場合は，後日，担当者から連絡します。 
 
問合せ  町民課 ℡７２－１１１２，福祉課 ℡７２－１１１７，税務課 ℡７２－１１１６ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ４ 
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知っていますか？廃棄されたリチウムイオン電池による火災 
 
家庭などから排出される一般廃棄物の収集は，ごみ収集車によって行われています。 

 ごみ収集車は，積載効率の向上とごみの飛散防止のため，ごみを圧縮・減容しながら荷箱に押
し込む構造となっています。 
 燃えるごみの中に二次電池（ニカド電池，ニッケル電池及びリチウムイオン電池）やガスボン
ベ，スプレー缶，使い捨てライターなどが紛れて，ごみ収集車での収集の際に出火する火災が増
加しています。 
 火災を発生させないためにも正しいごみの分別に御協力お願いします。 
■カセットボンベやスプレー缶は中身のガスを抜き，穴を開け廃棄しましょう。 
  カセットボンベやスプレー缶を振って中の音を聞いてください。中身のガスが残っていると
「シャカシャカ」と音がします。 

■使い捨てライターは中身のガスを抜き，輪ゴムや粘着力の強いテープで操作レバーを押し下げ
たまま固定し，透明の袋に入れ缶の日に出しましょう。 

  中身のガスが残っていると「シュー」という音が聞こえます。 
■ガス抜きの作業は必ず屋外で，また「直射日光が当たらず，風通しが良く，火の気や可燃物が
ない」ことを確認して下さい。 

一次電池（使い捨てタイプ），二次電池（充電タイプ）は，透明の袋に入れ缶の日に出しまし
ょう。 

 
※リチウムイオン電池やこれを内蔵した家電製品等は，ごみとして廃棄せず，リサイクルするこ
とにより，資源の再利用及び出火防止にも役立ちます。 

※全国の協力店（家電量販店，ホームセンター等）などにリサイクルボックスを設置して回収し
ています。 

 
問合せ  環境課環境担当 ℡７２－３０４２ 
     消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 
 

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種のお知らせ 

 
平成２７年度の高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種対象者の予防接種が４月から始まりました。

対象者は，次の表の方のうち高齢者肺炎球菌ワクチンを一度も受けていない方となります。対象
者には，５月下旬頃に案内文を送付しますので，内容を確認し有効性とリスクについて理解した
上で希望する方は接種してください。また，案内文が届く前に接種を希望する方は，健康増進課
までお問い合わせください。 
■平成２７年度接種対象者 

６５歳となる方 昭和２５年４月２日 ～ 昭和２６年４月１日生まれの方 
７０歳となる方 昭和２０年４月２日 ～ 昭和２１年４月１日生まれの方 
７５歳となる方 昭和１５年４月２日 ～ 昭和１６年４月１日生まれの方 
８０歳となる方 昭和１０年４月２日 ～ 昭和１１年４月１日生まれの方 
８５歳となる方 昭和 ５年４月２日 ～ 昭和 ６年４月１日生まれの方 
９０歳となる方 大正１４年４月２日 ～ 大正１５年４月１日生まれの方 
９５歳となる方 大正 ９年４月２日 ～ 大正１０年４月１日生まれの方 
１００歳となる方 大正 ４年４月２日 ～ 大正 ５年４月１日生まれの方 
その他 接種日において６０歳以上６５歳未満の者であって，心臓・腎

臓・若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免
疫の機能に重度（１級）の障がいを有する方 

■接種機関  平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 
■そ の 他  既に肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある方は，対象外となります。 
 
問合せ  健康増進課健康増進担当 ℡７２－６６１１ 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ５ 
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大型豪華客船にっぽん丸で航
い

く 大子町民クルーズ 
 
 大子町・大洗町は友好都市協定を結んでおり，今年度もクルーズの魅力，楽しさをより多くの
皆様に体験していただくため，「大子町民クルーズ」として大型客船「にっぽん丸」による『花火
大会クルーズ』，『秋の世界遺産めぐりクルーズ』を大子町民の方を対象として特別価格にて実施
します。 
 ぜひ，この機会に優雅で豪華な船の旅を満喫してみませんか。 
 
『花火大会クルーズ～大洗海上花火大会と熱海海上花火大会～』 
■旅行期間  ７月２５日（土）～７月２７日（月） ３日間 
■参加資格  大子町在住又は勤務の方本人及びその家族の方 
■募集室数  コンフォートステート １０室 
■旅行代金  ２名１室 １１２，０００円（大人お一人様） 
       ３名１室  ９２，０００円（   〃   ） 
       ※船代・船内全食事・イベント参加費含む。 
■申込期限  定員になり次第締め切ります。 
■説明 会  ５月１２日（火）18：00文化福祉会館「まいん」（※事前予約制） 
 
『秋の世界遺産めぐりクルーズ～屋久島・熊野と姫路城～』 
■旅行期間  １０月８日（木）～１０月１２日（月） ５日間 
■参加資格  大子町在住又は勤務の方本人及びその家族の方 
■募集室数  コンフォートステート １０室 
■旅行代金  ２名１室 ２１０，０００円（大人お一人様） 
       ３名１室 １７５，０００円（   〃   ） 
       ※船代・船内全食事・イベント参加費含む。 
■申込期限  定員になり次第締め切ります。 
■説明 会  後日，お知らせ版等に掲載します。 
 
問合せ  大洗港振興協会 大子町民クルーズ係 ℡０２９－２６６－３３２５ 
 

観光ＳＬバス運休のお知らせ 

 
 常陸大子駅・袋田滝本間を土・日曜日及び祝日，観光シーズン等に運行しておりました観光Ｓ
Ｌバスは，４月から運休します。 
なお，平日の貸切りについても運行しませんので，御了解をお願いします。 

 
問合せ  観光商工課観光商工担当 ℡７２－１１３８ 

 

法テラス茨城ｉｎ大子町「法テラスの日」記念無料法律相談会のお知らせ 
 
法テラス茨城では，「法テラスの日」（毎年４月１０日：法人設立日）を記念して，大子町で次

のとおり，弁護士による無料法律相談会を行います。資力要件などはありませんので，法的トラ
ブルでお困りの方，どうぞお気軽に御利用ください。 
なお，法テラスは国が設立した公的な法人です。 

 
■日 時  ４月２７日（月）13：00～16：00 
■場 所  文化福祉会館「まいん」  
■定 員  先着１０人程度（事前に法テラス茨城に電話で予約してください。） 
 
予約・問合せ  法テラス茨城 ℡０５０―３３８３－５３９０（平日9：00～17：00） 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ６ 
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危険物取扱者試験及び危険物取扱者準備講習会のお知らせ 
 
■危険物取扱者試験 
▽甲種・乙種（第１類～第６類）・丙種 

試験日 試験地 受験願書の受付期間 

６月 ６日（土） 
茨城工業高等専門学校 
（ひたちなか市） 

書面申請 ４月９日（木）～２７日（月） 
電子申請 ４月６日（月）～２４日（金） 

６月２８日（日） 
常磐大学（水戸市） 書面申請 ５月７日（木）～２５日（月） 

電子申請 ５月４日（月）～２２日（金） 茨城大学工学部（日立市） 
▽受験願書の提出先 
 ＜郵送又は直接持参する場合＞ 

   〒310-0852 水戸市笠原町９７８－２５ 茨城県開発公社ビル４階 
    一般財団法人消防試験研究センター茨城県支部 
     ℡０２９－３０１－１１５０ 
  ＜電子申請の場合＞ 

電子申請は受付開始日の午前９時から受付締切日の午後５時までです。なお，受付期間中
は２４時間対応しています。申請の際は必ず(一財)消防試験研究センターホームページ
(http://www.shoubo₋shiken.or.jp)を御覧ください。 

 
■危険物取扱者準備講習会 

種類 講習会場 講習会実施日 受講定員 

乙種 
第４類 

茨城県市町村会館 (水戸市) ５月１８日(月)，５月１９日(火) １０５名 

日立市消防本部 (日立市) ５月２８日(木)，５月２９日(金) １２０名 

ひたちなか・東海広域事務組合 
消防本部大会議室(ひたちなか市) 

５月１６日(土)，５月１７日(日) ６０名 

甲種 茨城県市町村会館(水戸市) ５月１４日(木)，５月１５日(金) １０５名 

 ▽申請期間  １２月２日（水）～希望講習日の１週間前必着 
        インターネット又は郵送 

〒310-0852 水戸市笠原町９７８－２６ 茨城県市町村会館２階 
          公益社団法人茨城県危険物安全協会連合会 
           ℡０２９－３０１－７８７８ 
 
問合せ  消防本部予防課 ℡７２－０１１９ 

 

司法書士による無料法律相談会を開催します 

 

 相続，借金，不動産のトラブルなどを，くらしの法律家，司法書士に相談してみませんか？お

気軽に御相談ください。 

■日 時  ５月１２日（火）9：30～10：10，10：10～10：50，10：50～11：30 

      ８月 ４日（火）9：30～10：10，10：10～10：50，10：50～11：30 

■場 所  大子町役場 観光商工課相談室 

■申込み  予約制ですので，大子町消費生活センターに電話で申し込んでください。（先着３人） 

 

問合せ  大子町消費生活センター ℡７２－１１２４ 

 

掲載した役場各課の電話番号は，直通番号です。 ７ 
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黒沢地区及び宮川地区の 

し尿収集業務について 
 

 平成２７年４月１日から黒沢地区及び宮

川地区全域（仮設トイレも含む。）のし尿収

集業務が協業組合茨城県北環境衛生センタ

ーに委託されました。 

つきましては，し尿収集業務についてのお

問い合わせは，協業組合茨城県北環境衛生セ

ンターにお願いします。 

 なお，し尿処理手数料についてのお問い合

わせは，これまでどおり環境課衛生センター

にお願いします。 

 

問合せ   

協業組合茨城県北環境衛生センター ℡７６－８３８８ 

環境課衛生センター ℡７２－３０７６ 

 

図書館「プチ・ソフィア」の御案内 

 

■無料で本・雑誌の貸出しを行っています。 

■一人５冊まで２週間利用できます。 

■４月のおはなし会は，２５日（土）午前 

１１時から行います。 

■休館日は，毎週月曜日と木曜日です。 

■新しく入った本 

 「悪い恋人」井上荒野，「サーカスの夜

に」小川糸，「光成の不思議なる条々」岩

井三四二，「吉野弘詩集」吉野弘，「松岡修

造の人生を強く生きる 83 の言葉」松岡修

造，「週末田舎暮らしの便利帳」金子美登，

「農山村は消滅しない」小田切徳美，「イ

スラーム国の衝撃」池内恵，「かぐや姫の

物語」徳間アニメ絵本，「ベイマックス」

角川アニメ絵本 ほか 

 

※インターネットで図書館プチ・ソフィアの

蔵書が検索できます。 

URL http://www.lib-eye.net/daigo/ 

 

問合せ  図書館プチ・ソフィア ℡７２－６１２３ 

 

 

 

主な町施設の電話番号 

（市外局番 0295） 

大子町役場        代表 72-1111 

保健センター（健康増進課） 72-6611 

地域包括支援センター（福祉課） 72-1175 

消防本部 72-0119 

水道課 72-2221 

環境センター（環境課） 72-3042 

衛生センター（環境課） 72-3076 

学校教育担当 79-0170 

学校給食センター 72-0649 

中央公民館（生涯学習担当） 
リフレッシュセンター（生涯学習担当） 

72-1148 
72-1149 

図書館プチ・ソフィア 72-6123 

斎場 72-4000 

文化福祉会館まいん 72-2005 

社会福祉協議会 72-2005 

町広報紙・ホームページへの有料広告募集 

お店のＰＲやイベントの告知などに 

幅広く御活用ください。  

広報だいご：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額10,000円 

お知らせ版：縦4.5㎝×横8.5㎝ 月額 8,000円 

ＨＰ：縦40ピクセル×横150ピクセル月額  5,000円 

問合せ  総務課 ℡７２－１１１４ 

平成 27年 4月6日 

－次回の発行は，平成 27年 5月 7日（木）です。－ ８ 

広報だいご お知らせ版 


